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平成２１年２月２５日発行

第１４１６号

肺炎球菌ワクチン（予防接種）助成のお知らせ
臨時職員を募集します
定額給付金事務
◆募集人数
◆雇用期間
◆勤務時間
◆賃
金
◆各種保険
◆採用方法
◆そ の 他
◆申 込 み

１名
３月９日〜２か月程度
午前８時３０分〜午後５時３０分（８時間）
浜頓別町臨時職員取扱要綱（日額５，６８０円）
社会保険及び雇用保険等加入なし
面接及び書類選考
パソコン操作のできる方
３月５日（木）までに、役場総務課に履歴書を提出し
てください。℡２−２３４５

移動献血車が来町します
●３月１２日（木）
場

所

北武コンクリート工業所
よつ葉乳業㈱
特別養護老人ホーム清風苑
天北運送㈱
特別養 護老 人ホ ーム ふれあ いの 里
稚内開 発建 設部 浜頓 別道路 事務 所
北海道電力（株）浜頓別営業所
東宗谷農業協同組合
●３月１３日（金）
場
所
浜頓別町役場
上川農業試験場天北支場
ＪＡラ・ラック店

時

間

住

所

９:00〜９:40
９:45〜10:15
10:25〜10:55
11:05〜11:45
12:50〜13:20
13:30〜14:20
14:30〜15:10
15:20〜16:30

智福１丁目
智福２丁目
旭ケ丘３丁目
大通７丁目
クッチャロ湖畔
緑ケ丘６丁目
緑ヶ丘３丁目
大通２丁目

時
間
９:00〜12:00
13:00〜13:30
13:40〜15:00

住
所
中央南１番地
緑ケ丘８丁目
南３条１丁目

・２００ｃｃ献血…１６〜６９歳
・４００ｃｃ献血…１８〜６９歳で体重が５０ｋｇ以上の方
※ただし、６５歳以上の方は６０歳代で献血経験のある方のみ
◆献血をご遠慮願う場合がある人
・過去に輸血を受けた方
・薬を服用中の方は、薬の種類によってご遠慮願う場
合があります。
・その他、医師の診察によってはご遠慮願う場合があ
ります。
◆問合せ 役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４０８）

議会を傍聴してみませんか
第１回浜頓別町議会定例会が３月１０日（火）から開催されます。
◆問合せ 役場議会事務局 ℡２−２３４５（内線３０１）

電話番号

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

肺炎球菌は健康な人の鼻や咽喉でもよく見つかりますが、健康な
うちは症状が出ず、体力が落ちているときや、高齢になって免疫力
が弱くなってくると肺炎など色々な病気を引き起こす原因になりま
す。
６５歳以上では肺炎による死亡率が、がん、心臓病、脳卒中の次
に高くなっているので、町では高齢者の肺炎予防のため、肺炎球菌
ワクチンの一部助成をしています。
まだ予防接種がお済みでない方は、ぜひご利用ください。
◆助成対象者
浜頓別町に住民登録され、肺炎球菌ワクチン接種をした
・

・ ・

ことがない方で、次の条件を満たす方。
①６５歳以上の方
②６０歳以上６４歳以下の方で、心臓・腎臓・呼吸器の
機能障害により身体障害者手帳１級を所持している方
◆助成期間 対象の方は、町立病院でいつでも接種ができ
ます。病院窓口で申し出てください。
◆自己負担額 ３，０００円（助成は町立病院での接種に限ります）
※１人につき１回限りの助成
再接種（２回目の接種）は、副作用が大きいため日本では認めら
れていません。
接種したかどうか確認されたい方は、役場保健係までお問合せく
ださい。
◆問 合 せ 役場保健福祉課保健係

℡２−２３４５（内線４０８）

妊婦一般健康診査受診票（助成券）が
増えました
妊婦一般健康診査は健やかな妊娠と出産のためにとて
も大切な健診ですが、一般的に出産まで１４回前後の受診
回数となり、経済的負担も大きいのが現状です。
そこで、平成２１年２月１日より浜頓別町に在住される
妊婦に対し、安心して妊婦健診を受けていただけるよう妊
婦一般健康診査受診票及び超音波検査受診票の発行回数
を増やしました。
受診票については、妊娠の届出時と、浜頓別町に転入さ
れ申し出があった妊婦の方に発行しています。受診券の詳
細については、お問合せください。
☆妊婦一般健康診査票 発行回数（合計金額）
５回（２０，６７０円）→１４回（５３，９９０円）
☆超音波検査受診票（合計金額）
５回（２６，５００円）→ ６回（３１，８００円）
◆問合せ

役場保健福祉課保健係

℡２−２３４５（内線４１０）

浜頓別保育所からのお知らせ
☆４月より一時保育事業を始めます
この一時保育事業は、保護者の急な仕事、冠婚葬祭、介護、傷病、通院
等により、一時的にお子さんを保育し、子育て支援の充実を図っていきます。
◆対 象 ０歳（生後４ヶ月以上）から就学前までの乳幼児
◆期 間 ・利用者一人につき、一月当たり１４日以内
・保育は、一日（８時間）及び半日（４時間）単位
◆時 間 午前９時〜午後５時
◆休業日 土・日曜日、祝日、年末年始（１２月３１日〜１月５日）
その他、町長が認めた日
◆定 員 一日当たり３人まで
◆持ち物
上靴、着替え一式、カップ、ティッシュペーパー１箱、排泄の自
立ができていないお子さんは紙おむつまたは紙パンツ、お尻拭き
・給食を利用する場合…
３歳未満児のお子さんは、箸、スプーン、フォーク、おしぼり
３歳以上児のお子さんは、白飯、箸、スプーン、フォーク、おしぼり
・午睡を利用する場合…バスタオル２枚（布団は保育所で用意します）
・アレルギーなどの為除去食が必要な方は、お弁当
・０歳でミルク、離乳食が必要な場合はミルク、離乳食
※全ての持ち物に名前を記入してください。
◆利用料
・４時間保育…６００円
・８時間保育…１，２００円
・給食を必要とした場合…一食１８０円
・４時間を越えて８時間以内の保育の場合は、１時間当たりの時間計算に
より加算します。この場合の１時間当たりの加算額は、１５０円です。
・利用料は、その月分を翌月の２５日までに保育所に納入してください。
◆申込み及び手続き
☆保育所に連絡をしてから少なくとも３日前までに一時保育申請
書を提出してください。
☆緊急の場合はご相談ください。
☆取り消す場合は早めに連絡をお願いします。また、当日になっ
てからの取り消しは朝９時までに連絡してください。
◆問合せ 浜頓別保育所子育て支援担当 ℡２−３５３５または２−２４７７

☆保育料を一部改正します
４月１日より、保育料徴収基準額による第２階層の市町村民税非
課税世帯、第３階層の市町村民税課税世帯及び多子世帯について、
次のとおり改正します。
●第２階層（市町村民税非課税世帯）
・３歳未満児…２，６００円⇒１，３００円
・３歳以上児…２，４００円⇒１，２００円
●第３階層（市町村民税課税世帯）
・３歳未満児…９，８００円⇒７，８００円
・３歳以上児…６，８００円⇒４，８００円
●２人以上入所している場合は、２人のうち年少児童が基準額の半
額、３人目以降は基準額の１０分の１の額となります。
◆問合せ 浜頓別保育所 ℡２−３５３５

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
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第２面
３月旭川医大出張診療日

行事予定
月

日

行

産婦人科

【２月２５日〜３月１２日】
場
所
時
間

事

２/26（木）足腰げんき教室
２/27（金）リハビリ教室
３/５（木）足腰げんき教室
３/６（金）乳児相談
３/10（火）第１回町議会定例会（〜１７日）

廣瀬町長の動向

ほけんセンター
ほけんセンター
ほけんセンター
ほけんセンター
役場３階議場

13:00〜15:30
９:45〜13:30
13:00〜15:30
10:00〜15:00
10:00〜

【２月２５日〜３月１２日】

２月２５日（水）

北海道国土調査推進協議会役員会・山村振興連盟北海道支部
役員会（札幌市）
２６日（木） 北洋銀行新春懇談会（旭川市）
２７日（金）〜２８日（土） 国有林野等所在市町村長有志連絡協議 会（札幌市）

星澤先生の料理教室のお知らせ
◆日 時
◆場 所
◆テーマ
◆問合せ

３月２８日（土）午後２時３０分〜
ほけんセンター
地元の食材を生かしたオリジナル料理
町消費者協会（事務局…役場産業振興課商工観光係）
℡２−２３４５（内線２２３）

町民ソフトバレーボール大会
◆日

時

３月８日（日）

受付開始 午前８時３０分
開 会 式 午前９時

◆会
場 多目的アリーナ
◆参 加 料 １チーム１，０００円（当日徴収）
◆対
象 中学生以上の町民
※町外の方でも町内のクラブに在籍してい
る方は２名以内参加登録可
◆チーム編成
☆ゲームは１チーム４名のプレーヤーで行います。
※１チームの登録人数は６名以内
※チーム編成は町内会・職場・仲間・家族など自由
☆参加種別（４チーム以上の参加により競技を実施する）
①混成の部
（男性２名、女性２名で編成、又は男性１名、女性３名で編成）
②女性の部（女性のみで編成）
◆競技方法 参加チーム数により大会事務局で決定する
◆競技規則 町民ソフトバレーボール大会ルールを適用
◆組 合 せ ３月６日（金）午後６時３０分より多目的アリーナ会
議室にて、代表者会議と併せて抽選を行います。必ず
出席してください。
◆申 込 み ２月２７日（金）午後５時までに、多目的アリーナに
参加申込書を提出してください。℡２−４６６６
※申込み用紙は多目的アリーナにあります。

福寿大学の学生を募集します

３月

４日 柳沼医師（午後診療）
５日 柳沼医師（一日診療）
６日 柳沼医師（午前診療）
１８日 片山医師（一日診療）
１９日 片山医師（一日診療）
整形外科
３月 ４日 医師未定（一日診療・予約制）
１８日 医師未定（一日診療・予約制）
眼
科
３月 ４日 花田医師（午前診療・予約制）
１８日 花田医師（午前診療・予約制）
小 児 科
３月１３日 梶野医師（午前診療）
●出張診療の日程は、変更になる場合があります。
変更後の日程は、次回広報にてお知らせします。
●整形外科及び眼科の予約はお早めに。

スポーツ安全保険加入受付けのお知らせ
◆受付開始日 ３月２日（月）〜
◆保険期間 ４月１日〜平成２２年３月３１日
◆加入区分・年間掛金
補償される
団体活動等
団体活動全般
子ども
団体活動全般
（中学生以下）
上記以外
文化・ボランティア
活動
加入対象者

高校生以上

６５歳以上

Ａ１

年間掛金
（一人当たり）
６００円

ＡＷ

１，１５０円

Ａ２

６００円

加入区分

スポーツ活動
スポーツ活動の指導

Ｃ

１，６００円

子どものスポーツ活
動の指導限定
（Ｃ区分でも可）

ＡＣ

１，１００円

スポーツ活動
（Ｃ区分でも可）

◆年間学費
◆申込み
◆その他

町内に在住している概ね６０歳以上の方
☆月１回の全体学習会
☆サークル活動
（大正琴、軽スポーツ、自由学習、絵手紙）
未定（入学式のときに決定）
※希望者は保険代として８００円かかります。
３月１０日（火）までに、町教育委員会社会教育係に申
込みください。℡２−４６６６
・入学式の日程等の詳細は、人数集約後に連絡します。
・自主的な学級運営を希望する方をお待ちしています。
・申込みが２０名以下の場合は休止します。

生活習慣病予防教室のお知らせ
浜頓別町民は、健診の結果や国保のデータから高血圧の方が多い
傾向がわかりました。高血圧は食生活と深い関係があり、予防・改
善するためには普段の食生活を振り返ることから始まります。今ま
での食習慣を少しだけ工夫することで、自分自身と家族のこれから
の健康につながります。
ぜひ、この機会にたくさんの町民の方の参加をお待ちしています。
◆日 時 ３月１９日（木）午後１時３０分〜
受付…午後１時〜
◆場 所 ほけんセンター
◆参加費 無料
◆内 容 テーマ「血圧と食事のいい関係」
①血圧と食事についての講話
②みそ汁の飲み比べによる味覚チェック
◆問合せ 役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４０８・４１４）

除雪作業にご協力を！
Ｂ

◆加入手続
①多目的アリーナ、町教育委員会窓口に加入
依頼書を設置しています。
②加入依頼書に必要事項を記入の上、指定
の金融機関に掛金をお支払いください。
③お支払い後『（代表者控：重要）』は多目
的アリーナで保管しますので、提出して
ください。
◆問 合 せ 詳しくは、町教育委員会社会教
育係に問合せください。
℡２−４６６６

ノーレジ袋・マイバック運動にご協力をお願いします！

◆対 象
◆主な活動

８００円

１台の車が大きな迷惑。路上駐車はやめましょう。
路上に１台でも放置車があると、その道路の除雪ができなくなりま
す。町全体の交通がマヒする場合もありますので、路上駐車は絶対
にやめましょう。
快適で安全な朝のために、夜間・早朝の除雪にご理解を。
夜間・早朝の除雪は、通勤や通学の足を確保するための大切な作業
です。迅速な除雪のためにも、夜間・早朝の作業にご
理解ください。
事故や渋滞の原因に。道路への除雪はやめましょう。
玄関前の除雪は各ご家庭にお願いしていますが、道路
への雪捨ては路面が凸凹になり大変危険ですので、道
路への除雪はやめましょう。
車を出し入れするための台を撤去してください。
道路上に車庫または、その他の土地に、車を出し入れするための台
が見受けられます。交通安全、除雪作業に大きな支障となりますの
で、撤去されますようお願いします。

〜レジ袋の削減は地球にやさしい活動です。買い物の際にはマイバックを持参し、『レジ袋いりません』のひと言を〜

